
 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 生涯学習課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～緊急連絡網
お問合せメール（区民以外）
継～多機能電話取扱説明書
継～事故処理の手引き
区民の声連絡票
継～区民要望・苦情
継～各種名簿
区民要望・苦情
寄付申出書
継～行政手続き条例
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒（法定調書用）（２０１９年分）
情報化推進委員会
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒（雇用事務用）（２０１９年分）
継～情報公開・個人情報保護審議会
継～個人情報業務登録
継～個人情報・情報公開
情報公開・個人情報保護審議会
個人番号取得事務管理簿（雇用事務用）（２０１９年分）
個人番号取得事務管理簿（法定調書用）（２０１９年分）
行政情報開示請求
常～ファイル基準表
継～ファイル基準表
ファイリング通知
常～引継予定表
料金後納郵便申請
継～料金後納郵便差出票(用紙）
継～学校職員の兼業等及び教育委員公務員の教育に関する兼職等に関する
事務取扱基準
条例規則等立案請求
要綱
情報課調査・通知
情報課・依頼等
個別システム登録申請
常～電子申請利用者ＩＤ登録通知書
内部情報システム等通知
常～光化学スモッグ連絡体制
環境保全課調査・通知
常～非常配備態勢動員表
危機管理
発災訓練
防災通知・調査
飲食届
継～職員証
人事通知
事務引継書
給与取扱者指定届
休職等
給与減額免除申請簿(２０１９年分)
常～子の看護休暇確認票
介護休暇承認申請
継～ウェルカムのこころで
子の看護休暇申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
服務諸届
在庁理由入力記録簿
雑給支給仕訳書等
給与通知・調査
（職員）個人番号提供カード提出対象者名簿
管理職員特別勤務実績簿
旅行命令簿（即日帰庁）
通勤手当認定簿（異動分）
宿泊旅行命令簿
常～通勤手当認定簿（在課分）
研修通知（共同研修・連携講座）
研修通知（東京都）
研修通知
研修調査・回答
安全衛生委員会
公務（通勤）災害
福利健康調査・通知
被服貸与
臨時職員出勤簿
臨時職員調査・通知
常～臨時職員取扱要領
臨時職員雇用決定書
臨時職員賃金
常～非常勤職員妊娠出産休暇等手続き
常～生涯学習課非常勤職員取扱要領
非常勤職員調査・通知
常～非常勤職員退職
常～専務的非常勤職員任用新規
常～令和２年度採用　会計年度任用職員選考・結果通知
常～専務的非常勤職員任用更新
非常勤職員報酬・臨時職員賃金等仕訳書

臨時職員

非常勤職員要綱・要領等

非常勤職員任用

非常勤職員服務等

共通 庶務

個人情報・情報公開

ファイリング

文書

例規・要綱

グループウエア

環境マネジメント

防災

人事給与 人事

服務

給与

旅費

研修

福利厚生

生涯学習課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 生涯学習課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
非常勤職員旅行命令簿
非常勤職員勤務報告（庁外勤務）
非常勤職員勤務時間変更簿
非常勤職員服務届
非常勤職員共済費
常～健康めぐろ２１
実施計画調査・通知
子ども総合計画
行革計画調査・通知
基本計画調査・通知
常～目黒区基本計画
めぐろ学校教育プラン

事業評価 事務事業の見直しの検証等
予算調査・通知
補正１号
当初予算
来年度予算要望
補正２号
来年度当初予算
執行委任
事後調定一覧表
予算執行方針・計画
収入・支出予定確認表
流用（節内）申請書兼決定書
流用（節間）申請書兼決定書
常～補助金調査・通知
東京都補助金
決算調査・通知
決算資料
主要な施策の成果等報告書
定期監査
施設監査
行政監査
定期監査入力資料
監査通知調査
施設使用料等の納付期限の設定について
支出起案
常～歳入の徴収（収納）事務の私人への委託事務手続き
常～財産台帳（平成１９年度～
法定調書
金銭出納員・現金取扱員及び物品出納員の任免
財務通知
未執行・未清算一覧
継～現金出納簿
継～財産台帳
収納金収入報告書
現金出納簿
歳入調定
継～物品名鑑
備品総括表
物品管理
常～業務改善提案型契約
労働台帳（業務委託契約）
庁用自動車任意保険
債権者登録申請
契約調査・通知
継～契約事務処理について
契約依頼(生涯学習係）
契約依頼(区民センター社会教育館）
契約依頼(青少年係）
契約依頼（地域教育支援係）
契約依頼（生涯学習計画係）
契約依頼(中央町社会教育館）
支出負担行為（区民センター社会教育館）
支出負担行為（生涯学習係）
支出負担行為（地域教育支援係）
支出負担行為（青少年係）
支出負担行為（生涯学習計画係）
支出負担行為（中央町社会教育館）
年間契約依頼（契約課契約分）
年間契約依頼（生涯学習課契約分）
年間契約一覧・通知
年間契約予定書
契約変更依頼
年間契約依頼（教育政策課契約分）
支出命令(地域教育支援係）
支出命令(中央町社会教育館）
支出命令(青少年係）
支出命令(生涯学習計画係）
支出命令(生涯学習係）
支出命令(区民センター社会教育館）
自動車運転日誌
自動車定期点検
貸出車使用申込書

生涯学習課共通

財務 財務全般

物品管理

契約 契約全般

契約依頼

支出負担行為

年間契約

支出命令

予算・決算・監査

予算執行

補助金

決算

監査

非常勤職員服務等

長期計画

生涯学習課共通全般

人事給与

基本構想・基本計画・実
施計画

予算見積

生涯学習課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 生涯学習課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～「区職員活用しま専科」手引き
継～公民館の設置及び運営に関する基準（告示）
常～目黒区教育財産使用許可
教育施設安全衛生
継～社会教育法第１３条の柔軟な運用について
継～著作権法に関する通知
継～目黒区教育財産使用許可書
継～目黒区立中学校の適正規模・適正配置及び通学区域制度について
継～公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準（告示）
指定管理者制度
きょういく広報
世論調査・区政モニター
広報課調査・通知
区長記者会見
区勢要覧
ホームページ更新
くらしのガイド（区民便利帳）
目黒区の教育
報道情報
めぐろ区報原稿
後援・共催名義使用　事業報告書
後援・共催名義使用申請
継～総合庁舎による茶会の取り扱い
後援名義使用事業への意見・対応
社会教育施設等へのポスター・チラシ類の掲出依頼
名義使用状況報告
目黒ユネスコショートニュース
継～ユネスコ活動に関するマスコミ記事
継～目黒ユネスコ協会補助金交付要綱
継～目黒ユネスコ協会資料
継～目黒ユネスコ協会関係事務事業の所管等
継～目黒ユネスコ協会活動内容一覧（昭和２９年～）
継～ユネスコ活動資料
継～日本ユネスコ協会連盟資料
継～区政功労者名簿
区政功労者表彰
表彰（その他）
表彰（東京都）

組織改正 調査回答
教育委員会 目黒区教育委員会定例会資料
文教・子ども委員会 文教・子ども委員会

政策決定会議・庶務担当課長会
継～政策会議等における付議事案等の取り扱いについて

総合教育会議 総合教育会議
合同校（園）長会
合同副校（園）長会
継～駐車場有料化
継～指定管理者制度
継～社会教育施設案内
継～社会教育館等の運営の調整に関する事項
継～社会教育施設概要
施設保守・安全管理
常～維持保全業務積算標準
継～点検の手引き(施設課）
継～二中跡地
継～社会教育館等利用実績
継～社会教育施設利用実績表(年間統計）
継～「社会教育施設の運営｣事業計画のシステム化
継～社会教育館プロジェクト報告書
継～社会教育館のあり方検討委員会
継～守屋教育会館のあり方
継～中央館機能
継～中央地区館検討資料
継～社会教育館教育事業課題検討会報告・具体化(第１０期答申）
継～社会教育館等運営体制
常～講座開催一時保育者登録名簿
継～ソフト使用許諾契約書
継～印刷機機能提供要綱
継～社会教育事業手引書
継～登録団体名簿
継～情報提供環境整備
継～人材情報システム
公共料金科目別内訳
継～公共料金資料
公共料金調査・通知
継～施設別面積表・施設別使用料算定単価等
継～施設備付特殊器具使用料
継～施設使用料見直し検討に係る調査(１６年度決算額）
継～施設使用料見直し検討
継～施設使用料・利用等問題検討部会報告書
継～公の施設使用料の見直し方針についての関係団体との対応状況につい
継～公の施設使用料の見直し方針(案）
継～公の施設使用料の見直し方針
継～公の施設使用料の見直し議案

統計

社会教育施設検討事項

公の施設使用料の見直し

教育委員会後援等名義
使用

ユネスコ活動

表彰

会議資料

政策決定会議・庶務担当
課長会

合同校（園）長会

事業

情報提供

公共料金

社会教育館等共通

生涯学習課共通 生涯学習課共通全般

広報

施設

生涯学習課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 生涯学習課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～公の施設使用料の見直しに伴う条例・規則改定の立案請求
継～公の施設使用料の見直しに係る検討事項の取り扱いについて
常～施設使用料見直し調査
継～情報セキュリティポリシー
継～社会教育講座電子申請
継～電子申請システム(講座)操作説明書　住民
継～電子申請システム(講座)操作説明書　自治体管理者
継～電子申請システム(講座)操作説明書　一般職員
継～個人情報保護
継～スポネット
継～予約システム使用料部会・行革本部
継～予約システム検討部会要綱及び開催通知
継～予約システム予算要望
継～教育委員会報告
継～文教委員会報告
継～選定委員会
継～プロポーザル実施
継～公印
継～Ｑ＆Ａ
継～施設施行規則（社教）
継～団体登録要綱
継～施設施行規則（社会教育以外）
継～利用者登録規則
継～補助執行

システム契約全般 継～契約
連絡会・定例打合せ会 継～統計帳票

継～システム運用マニュアル
継～施設の行政利用
継～セキュリティ実施基準
継～利用統計
継～利用者端末の管理
継～点検用利用者登録
継～団体紹介
継～事故報告
継～障害時連絡体制
継～他区等資料
継～さくらプラザ愛称
継～管理組合規約
継～さくらプラザ協定書
継～さくらプラザ基本計画・実施計画
継～落成式
継～中央町社会教育館規則改正
継～職員人事
継～社会教育館施設運営管理
継～教育財産の取得・廃止
継～中央町社会教育館条例改正
調査・通知(自治体以外）
調査・通知（自治体）
調査・通知（国）
調査・通知(東京都）
常～社会教育調査（平成２７年度）
社会教育行財政調査
常～社会教育調査（平成３０年度）
教育施策説明会
調査・通知

課調査通知（教育以外） 調査・通知
社会教育委員調査・通知
常～社会教育法の一部を改正する法律
常～社会教育委員名簿
常～社会教育委員の会議答申起案（第１期～）
常～社会教育委員の会議運営要綱
常～社会教育委員の会議マニュアル
常～第１４期社会教育委員の会議（会議録・資料）
常～第１４期社会教育委員の会議　委嘱・諮問
常～社会教育委員の会議開催起案
常～社会教育委員の会議　報酬・旅費
常～第１３期社会教育委員の会議（会議資料）
常～第１３期社会教育委員の会議（会議録）
常～第１３期社会教育委員の会議開催起案
常～第１３期社会教育委員の会議諮問事項
常～第１２期社会教育委員の会議（会議録）
常～第１２期社会教育委員の会議委嘱
常～第１２期社会教育委員の会議開催起案
常～第１２期社会教育委員の会議諮問事項
常～第１２期社会教育委員の会議（会議資料）
常～第１１期社会教育委員の会議　会議録
常～第１１期社会教育委員の会議　開催起案
常～第１１期社会教育委員委嘱・諮問事項
常～第１１期社会教育委員の会議配布資料
常～第１１期社会教育委員の会議
常～東京都社会教育委員の会議答申等
常～東京都児童福祉審議会への意見、具申（中間のまとめ）
常～東京都生涯学習審議会中間建議・答申
常～他区の社会教育委員の会議答申

プロポーザル

中央町社会教育館

調査・通知 国・都・他区通知

調査回答

課調査通知（教育）

中央地区館検討 さくらプラザ整備

公の施設使用料の見直し

電子申請システム

集会施設予約システム 検討部会

教育委員会・文教委

規則改正

システム運用

社会教育館等共通

生涯学習課

社会教育委員 社会教育委員全般

第１４期社会教育委員

第１３期社会教育委員

第１２期社会教育委員

第１１期社会教育委員

社会教育委員等答申
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 生涯学習課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～社会教育委員の会議・答申
常～第１５期社会教育委員の会議（会議録・資料）
常～第１５期社会教育委員の会議　調査
常～第１５期社会教育委員の会議　視察
常～第１５期社会教育委員の会議　委嘱・諮問
常～社会教育委員の会議　報酬・旅費
常～社会教育委員の会議　開催起案
常～家庭教育手帳等の配布活用について
継～家庭教育手帳等の配布活用について
学校施設使用調査・通知
継～他区学校施設使用条例
継～施設利用状況集計
継～学校施設使用事例
継～学校施設使用関係法規
継～学校警備制度について
学校施設使用申請書
継～学校施設使用申請マニュアル
選挙個人演説会の学校施設使用
学校施設使用料金歳入調定
継～目黒区立小・中学校機能開放実施要綱
機能開放事業実施起案
機能開放指導員謝礼支出
常～区内等教育機関連携講座実施要綱
講座保険
連携講座自己負担金歳入調定
東京大学連携講座
放送大学連携講座
東京音楽大学連携講座
筑波大学附属駒場中・高等学校連携講座
常～教育機関連携講座資料
区報・周知
東京工業大学博物館連携講座
継～生涯学習機構検討会
常～募集要項
継～めぐろシティカレッジの設立資料
めぐろシティカレッジ運営
東京都教育施設使用申請・減免申請
常～シティカレッジ補助金交付
生涯学習関連事業実施状況調査
ホームページ関係
継～社会教員登録団体名簿
継～生涯学習振興法

他団体資料 継～北野生涯教育振興会
常～第１２期生涯学習推進協議会
継～生涯学習協議会開催（第８期）
常～第１２期生涯学習推進協議会委員委嘱・解嘱
継～生涯学習推進協議会名簿
継～第７期生涯学習協議会委員委嘱
常～第１３期生涯学習推進協議会委員委嘱・解嘱
常～第１２期生涯学習推進協議会
常～生涯学習推進協議会会議録
常～生涯学習推進協議会経費の支出について
常～第１２期生涯学習推進協議会運営
継～生涯学習実施推進計画（素案）への意見（区民）
継～生涯学習実施推進計画（素案）への意見（区政モニター）
常～生涯学習実施推進計画
継～構想・計画書作成
継～生涯学習実施推進計画（素案）への意見（各所管）
継～基本構想改定調査
継～基本構想等ＷＧ（第１回～  ）
継～基本構想等改定資料
常～生涯学習実施推進計画作成・印刷
常～生涯学習実施推進改定計画印刷
常～推進計画改定調査
継～生涯学習推進協議会委員意見（生涯学習実施推進計画）
常～生涯学習推進本部
常～生涯学習推進本部幹事会
区職員活用しま専科（広報）
常～区職員活用しま専科（調査）
常～区職員活用しま専科（広報）
区職員活用しま専科（調査・回答）
常～区職員活用しま専科（要綱）
区職員活用しま専科 受付・報告書
継～文化行政施策資料
継～人材情報システム調査研究
継～ボランティア活動
継～人材情報システム稼動
継～人材情報システム（他団体事例）
継～講師･指導者情報登録カード
継～ＮＴＴ　Ｂフレッツ設定ガイド
継～人材情報システム開発
常～自己情報開示請求
継～１８年度住民監査請求
継～個人情報の外部提供

生涯学習課

社会教育委員

社会教育委員等答申

第１５期社会教育委員

家庭教育支援

学校施設使用 学校施設使用全般

学校施設使用申請書

学校施設使用申請（有料
分）
機能開放

生涯学習事業 教育機関連携

めぐろシティカレッジ シティカレッジ全般

シティカレッジ運営

生涯学習推進 生涯学習全般

生涯学習推進協議会 生涯学習推進協議会委
嘱

生涯学習推進協議会運
営

生涯学習推進基本構想・
計画

生涯学習基本構想

推進計画改定

生涯学習推進本部

生涯学習推進事業 区職員講師派遣

生涯学習課題

生涯学習情報システム

青少年 青少年全般
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 生涯学習課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～公文書開示請求
継～社会教育事業手引き書
継～目高会寄付
継～目黒区次世代育成支援行動計画
広報原稿
継～区立学校学区域
継～備品総括表
外部からの通知・調査
庁内調査

後援名義 継～共催・後援名義等使用承認基準
青少年委員視察研修
継～青少年とともに
継～青少年委員だより　１
継～他自治体青少年委員だより
継～目黒区青少年委員会規約
地域育成者フォーラム講師謝礼起案
継～城南協だより
継～青少年委員だより　２
継～青少年委員だより　３
青少年とともに
かけはし
継～青少年委員規約改正検討経過
青少年委員だより
継～５０周年事業
継～６０周年事業
継～視察参考施設
継～青少年委員名簿　２
継～青少年委員名簿　１
令和２・３年度青少年委員推薦依頼起案
平成３０・３１年度青少年委員委員推薦依頼起案
常～青少年委員と公務員の兼業許可
常～青少年委員推薦依頼
継～連続委嘱制限
継～定年制に関するアンケート
継～委嘱式・連絡会
青少年委員　報酬の支出
青少年委員　賃金・報酬支払台帳
青少年委員への協力依頼・謝礼支出
青少年委員連絡会（４月～９月）
青少年委員連絡会（１０月～３月）
青少年委員会定例会　４月～９月
城南協運営委員会
青少年委員会定例会　１０月～３月
開催通知
東京都青少年連合会
地域育成者フォーラム
継～青少年委員会資料
城南協事業（研修大会）
地区委員会なんでもアドバイザー派遣事業
目黒区青少年に関する事業報告書
都知事表彰
自然体験活動支援（バス提供事業）
自然体験活動支援（バス提供事業）要綱
継～東京都青少年健全育成条例
継～東京都青少年健全育成協力員名簿
東京都青少年健全育成協力員
他区市町村通知
継～基本計画改定（青少年施策）
継～青少年対策推進要綱
継～青少年補助執行
コミュニティ助成事業
子供・若者自立等支援体制整備事業
地域における青少年健全育成応援事業補助金
継～こども･青少年担当職員会要領
青少年の健全育成に関する地区委員会連絡会
東京都青少年行政担当者会
子供・若者支援
青少年健全育成通知
他課からの通知・調査
都　調査回答
青少年育成マニュアル
常～心の東京革命推進モデル事例集　２５年度
継～心の東京革命行動プラン
青少年健全育成地区委員会等推進モデル事例集
常～「こころの東京革命」普及啓発用映像の放映について
「心の東京革命推進モデル」の推薦
青少年関連配布物
継～青少年関連　ＮＰＯ（区内）
青少年応援ナビゲーター名簿
家族ふれあいの日リーフレット
他区青少年問題協議会報告書
常～目黒区青少年問題協議会条例・規則
他市区町村健全育成方針
継～めぐろ青少協だより　№８９～

生涯学習課

青少年 青少年全般

青少年庶務

通知・調査

青少年委員会 青少年委員会全般

青少年委員会名簿

青少年委員推薦

青少年委員への報酬・謝
礼

青少年委員会会議

青少年健全育成 青少年健全育成全般

補助金

担当者会議

通知調査回答

都青少年関連事業

青少年健全育成参考資
料

青少年問題協議会 青少年問題協議会全般

6／14



 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 生涯学習課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
調査・回答
青少年育成基本方針
青少協だより原稿依頼
青少協だより原稿
継～委嘱・解職手続き・年齢基準
青少年問題協議会委嘱・解職
常～青少年問題協議会委嘱・解職
継～青少年問題協議会委員名簿
常～青少年問題協議会条例
継～青少年問題協議会委員報酬辞退届
継～会議の傍聴
青少年問題協議会　開催
青少協委員　賃金・報酬支払台帳
青少年問題協議会委員報酬
青少年問題協議会　会議録
継～目黒区青少年健全育成基本方針(平成５年～）
青少年の非行・被害防止全国強調月間
子ども・若者育成支援強調月間
青少年育成基本方針アンケート
住区青少年部会議録
第１回青少年部連絡会資料
第２回青少年部連絡会資料
継～青少年対策地区住区委員会補助金
継～住区青少年部連絡会会則
第３回青少年部連絡会資料
継～「子ども１１０番の家」設置に至る経過資料
継～「子ども１１０番の家」名簿覚書
常～うごくこども１１０番の家
継～「子ども１１０番の家」事業計画
新学期配布資料
継～「子ども１１０番の家」原稿
継～「子ども１１０番の家」事故報告・通報
継～「子ども１１０番の家」配置マップ
継～子ども１１０番の家　協力拡大
協力家庭募集
セーフティ教室
「子ども１１０番の家」調査・回答
常～小学校通学路図
常～警察同意
常～子ども１１０番の家アンケート（H２１）
継～見舞金・保険要綱
「子ども１１０番の家」保険加入・支出

プレート等資材配布 継～プレート・ステッカー作成
常～「子ども１１０番の家」新規・削除　平成１９年度
「子ども１１０番の家」協力家庭名簿取り扱い通知
常～「子ども１１０番の家」新規・削除　平成１８年度
「子ども１１０番の家」協力家庭戻り名簿
「子ども１１０番の家」協力家庭申込書
郵便戻り分
継～子ども１１０番の家　返信申請
継～学校別安全マップ
常～成人の日のつどい　会場変更
成人の日のつどいアンケート調査
常～成人の日のつどい　見直し
常～成人の日のつどい　実施結果
常～成人の日のつどい　雪対応
常～成人の日のつどい　業者資料
常～目黒区行事実施要綱
常～成人の日のつどい　他区実施状況
常～次年度資料
常～文部省通達「成人の日」の行事について
常～対象者数
成人の日のつどい広報
式典内容
成人の日のつどい　新成人のことば
常～祝辞依頼
常～手話通訳者派遣基準
常～著作権法
成人の日のつどい　手話・外国語通訳
常～成人の日のつどいコンサート資料
駐車場・関係機関資料
警備・案内業務・写真撮影（成人の日のつどい）
会場設営（受付・その他）
パーシモンホール利用申請書
常～パーシモンホール図面
ホヤぼーや配送関係支出起案
報道希望調査
成人の日のつどい　打合わせ資料
成人の日のつどい　ホームページ
成人の日のつどい従事職員等資料
成人の日のつどいイベント実施資料
成人の日のつどい　ツイッター
成人の日のつどい　実施起案
成人の日のつどい　オープニングイベント

生涯学習課

青少年問題協議会 青少年問題協議会全般

委員委嘱解職

青少年問題協議会会議

青少協検討資料

地区・住区連絡会

子ども１１０番の家 子ども１１０番の家　設置

子ども１１０番の家　全般

子ども１１０番の家　保険

子ども１１０番の家　協力
家庭名簿

子ども１１０番の家　資料

成人の日のつどい 計画

準備（式典）

準備（会場）

準備（その他）
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 生涯学習課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～成人の日のつどい目的外利用申請
常～成人の日のつどい従事者資料
成人の日のつどい　事前アンケート
名誉区民関連の手続き
常～招待状作成用文字サンプル
常～区外転出者への招待
対象者
区外転出者への招待
成人の日のつどい　来賓招待
成人の日のつどい　招待状の発送

実施結果 他自治体調査
常～区議会質問等
常～男女平等推進計画
常～生涯学習実施推進計画改定
常～重要課題　教育委員会事務局各課の課題
常～社会教育に関する補助計画（めぐろ学校教育プランほか）
常～社会教育　課題
常～サブ計画に対する意見
常～教育委員会基本方針
常～教育行財政運営基本方針
常～長期計画基本資料（基本構想・基本計画・環境整備計画）
常～区行財政運営基本方針
常～行財政改革大綱
常～事業評価制度
常～報償費
常～予算検討のための資料
常～予算編成
常～予算要望
常～監査結果
常～事業予算一覧
常～役割分担表
常～組織、定数、職員体制
常～組織改正
常～指導事務分担表
常～指導事務体制
常～生涯学習振興費　補助金
常～補助金交付関係資料
常～社会教育関係団体補助金
常～子どもの権利条約　資料
常～子どもの権利条約　条文
常～指定管理者制度
常～次世代育成支援対策推進法
常～社会教育関係法改正
常～生涯学習振興法
常～著作権法
常～国際年
常～国・都　審議会答申
常～公民館等の設置及び運営に関する基準
常～法解釈
常～教育委員会　各種要綱
常～区長部局　各種要綱
常～芸術文化振興条例
常～個人情報保護条例
常～次世代育成支援行動計画
常～社会教育関係条例
常～消費者保護条例
常～目黒区子ども条例
常～情報公開条例
常～研修計画
常～新任校長研修会
研修講師依頼
常～新任指導員研修・初任社会教育主事補研修・新任推進員研修
常～新任者研修（平成１４年度～）
常～社会教育委員選出区分、基準
常～社会教育委員の会議答答申文
常～　第１５期社会教育委員
常～社会教育委員の会議（平成元～１１年度資料）
常～社会教育委員の会議　答申資料
常～社会教育委員の会議　答申・要旨まとめ
常～社会教育委員選出資料
常～社会教育委員の会議　会議録
常～社会教育委員　会議運営
常～諮問資料
常～補助金・申請学級課題　諮問資料
常～第１４期社会教育委員
常～社会教育委員の会議　視察・協議テーマ資料
常～他区青少年委員資料
常～青少年委員研修（新任研修・職務研修）
常～青少年委員会研修資料（新任・定例会）
常～青少年委員会がまとめた地域教育懇談会活動状況資料
常～青少年委員会（予算･年間予定表･活動状況･方針･報告事項･配布先一
覧･名簿）
常～青少年委員会（城南ブロック、城南協、都　資料）
常～青少年委員「行政との打ち合わせ」資料

生涯学習課

研修

成人の日のつどい

準備（その他）

招待者関連

推進計画 長期計画

予算

組織

補助金

法律・答申

条例・要綱

委嘱委員 委嘱委員

青少年委員

8／14



 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 生涯学習課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～青少年委員（選出資料）
常～青少年委員（視察）
常～青少年委員（規約・定年制）
常～青少年委員（委託事業）
常～青少年委員　周年事業資料
常～会議配布資料（通知・だより他）
常～青少年委員会調査資料・アンケート資料
常～基本方針策定資料（小委員会・基本方針）
常～マスメディアが青少年に与える影響について
常～社明運動、健全育成強調月間、非行問題に取り組む強調月間、暴走族追
放強調月間
常～青少年に関する答申・提言（区）
常～青少年に関する答申・提言（都）
常～青少年に関する答申・提言（都以外）
常～青少年健全育成　環境醸成
常～青少年対策移管資料
常～青少年問題協議会
常～青少年問題協議会資料（名簿、会議録、通知）
常～中央省庁再編に伴う法改正について
常～目黒区青少年対策事業報告書
常～子ども１１０番　青少協だより
常～学校評議員
常～教育行政モニター
常～主任児童委員・児童委員
常～住区青少年代表者会
常～生涯学習推進協議会（会議録、推進本部、幹事会、専門部会、委員選出）
常～体育指導委員
常～付属機関等の基準
常～文化財保護審議会
常～児童生徒の携帯対策会議
常～次世代育成支援行動計画検討委員会
常～守教あり方検討会（中央地区館）
常～人権関係担当者連絡会
常～生活安全対策協議会
常～予約システム検討部会
常～区民との協働検討会
常～健康づくり担当者会議
常～子ども青少年担当者会議（平成１４年度～）
常～子ども青少年担当者会議（平成６～１３年度）
常～公の施設使用料　意見・要望（単位団体・個人）
常～公の施設使用料　意見・要望（委嘱委員・職員組合）
常～公の施設使用料　プロジェクト
常～使用料調査
常～使用料検討部会
常～公の施設使用料　説明会資料
常～費用負担
常～公の施設使用料　意見・要望（連合団体・利用者懇談会）
常～健全育成推進委員会
常～視聴覚教材選定委員会
常～学校評議員制度プロジェクト
常～学校外教育検討会（夏季休業中の水泳指導のあり方について）
常～学校における宿泊自然体験活動検討委員会
常～いじめ問題・地域懇談会
常～林間・臨海学園あり方検討会
常～社会教育主事　月例打合
常～地域教育懇談会代表者会
常～地域教育懇談会
常～緑が丘小　ＰＴ
常～館長係長会
常～社会教育課内会議要綱
常～青少年プラザ会議
館長係長会
常～課題検討・報告
常～指導者派遣担当者会
指導事務連絡会
常～団体登録担当者会
常～団体登録制度の問題点　地域活動団体等への対応・打ち合わせ
常～団体主管担当者会
常～社会教育講座のあり方検討会
常～青少年事業担当者会
常～担当者会（運営管理事務）
常～担当者会（学級講座・機会提供）
常～担当者会（団体登録制度検討）
常～団体援助担当者会議
常～行政手続き見直し検討
常～学校開放の今後のあり方について
常～社会教育館等のあり方
常～事務事業の委託
常～担当者会議の設置
常～その他施設計画
常～施設建設資料
常～施設利用問題・関係論文
常～社会教育館（東山・本町）開館資料
常～緑が丘コミセン開館資料

生涯学習課

費用負担検討会

教育委員会内会議

館長係長会

委嘱委員

青少年委員

青少年問題協議会

その他の委嘱委員

会議資料 庁内会議

担当者会議

課内検討会

施設 施設計画
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 生涯学習課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～中央館的機能
常～中央地区館運営検討会
常～特別区施設連絡協議会
常～青少年プラザ開館資料（中目黒二丁目複合施設）
常～社会教育館等備品
常～運営体制見直し
常～施設（区民センター社会教育館）
常～施設（清水社会教育館）
常～施設（青少年プラザ）
常～施設（中央町社会教育館）
常～施設（東山社会教育館）
常～施設（目黒本町社会教育館）
常～施設（緑が丘文化会館）
常～社会教育館等の運営全般
常～社会教育館等概要
常～鳩の巣・和田村見直し
常～鳩の巣
常～角田市　派遣･受入
常～その他野外活動施設
常～和田村交流事業
常～区民自然の村建設資料
常～施設（児童館・学童保育クラブ）
常～施設（博物館）
常～守屋教育会館
常～施設（体育・スポーツ施設）
常～施設（図書館）
常～女性関係施設
常～少年・青年関係施設
常～その他社会教育施設
常～公民館
常～公社問題　組合・団体等作成資料
常～芸術文化スポーツ振興財団設立資料
常～公社問題　教育委員会作成資料
常～公社問題資料（他区、都等）
常～公社問題　論文
常～社会教育施設の運営・事業のてびき
常～事業評価
常～事業関連決裁資料（報告書・ともに学ぶ教育）
常～講座実施状況（事業結果カード等）
常～講座運営
常～職員活用　ＭＩＦＡ　翻訳ボランティア
常～放課後子ども教室
常～保険対象事業
常～保育（事業・条件）
常～電子申請
常～団体主管事業資料
常～青少年健全事業の一部見直しについて
常～人材活用システム
常～社会体育職員体制
常～社会体育行政
常～社会体育課　事業
常～総合型地域スポーツクラブ
常～体育施設建設
常～年間事業計画
常～地域サークル講座計画
常～事業調整会議資料
常～年間事業報告書
青少年プラザ
緑が丘文化会館(ユネスコ・ＰＴＡ）
緑が丘文化会館
目黒本町社会教育館
緑が丘文化会館（単位団体・連合団体）
東山社会教育館
中央町社会教育館
青少年プラザ（単位団体・連合団体）
目黒区民センター社会教育館
常～小学校家庭教育学級資料（反省会・アンケート等）
常～小学校家庭教育
常～家庭教育打合せ資料・相談状況
常～家庭教育事業見直し改定資料
常～家庭教育施策（国・都）
常～中学校家庭教育
常～家庭教育、子育て支援（目黒区）
常～委託家庭教育学級・講座のてびき
常～ＣＡＰ
常～幼児家庭教育
常～中学校家庭教育講座資料（反省会・アンケート等）
常～家庭教育運営者講習会・指導員マニュアル
常～生涯学習フォーラム
常～人権教育講座
常～自然体験交流事業（興津）
常～児童館事業
常～広報講習会（小学校・中学校ＰＴＡ連合会）
常～ジュニアリーダー事業

機会提供 家庭教育

学習機会提供事業

生涯学習課

野外活動施設

その他社会教育関係施
設

公社

事業 事業全般

社会体育

年間事業計画

事業計画書・報告書

施設 施設計画

社会教育館
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 生涯学習課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～めぐろシティカレッジ
常～ＩＴ講習会
常～（都）児童相談所事業
常～文化祭（個別）
常～目黒区文化祭
常～青少年プラザ教室
常～他部局（経済課）
常～青年学級・教室事業
常～利用者懇談会（緑が丘）
常～利用者懇談会（東山）
常～利用者懇談会（目黒本町）
常～利用者懇談会（中央町）
常～利用者懇談会（清水）
常～利用者懇談会（経過・全体）
常～利用者懇談会（区民センター）
常～利用者懇談会（プラザ）
常～館まつり（中央町）
常～館まつり（目黒本町）
常～館まつり（緑が丘）
常～館まつり（東山）
常～館まつり（プラザ）
常～館まつり（清水）
常～成人の日のつどい
常～ボーイスカウトラリー
常～社会教育を考えるつどい
常～子ども会交流会
常～他区　団体登録関係資料
常～他部局　登録要綱
常～団体登録　検討団体資料
常～団体登録数
常～登録制度
常～登録団体活動状況　事例
常～登録要綱・活動発展のために
常～申請社会教育学級実施要綱
常～申請社会教育学級事務説明会資料
常～申請社会教育学級経過
常～申請社会教育学級　重点目標
常～申請社会教育学級　資料（重点目標・事務説明会以外）
常～申請社会教育学級　一覧表
常～申請青年学級　開設婦人学級研究科
常～団体援助見直し資料（連合団体）
常～団体援助見直し資料（青少年団体）
常～指導者派遣（社会教育）
常～国内研修事業
常～共催等名義使用　資料
常～まちづくり活動助成団体
常～団体支援事業案内
常～連合団体（指導者派遣）
常～連合団体（バス提供・会場提供）
常～民間団体援助関係資料
常～派遣研修
常～団体表彰資料（区政功労、健全育成功労、善行青少年）
常～きょういく広報
常～インターネット活用研究会
常～協力申し出団体情報
常～情報提供システム
常～生涯学習情報誌・生涯学習ガイド
常～社会教育関係情報
常～区報
常～区情報関係資料（生涯学習ガイドあるこ）
常～社会教育館、団体等　集録検討
常～館だより
常～館情報関係・インターネット
常～指導事務連絡会
常～相談資料
常～情報提供・相談カード
常～利用統計
常～学校開放の今後のすすめ方
常～学校開放推進計画・実施計画
常～都立学校開放
常～学校開放（教室開放）
常～学校の空き教室
常～学校開放（実施要綱）
常～都教育委員会資料
常～児童・生徒数
常～公立小中ＰＴＡ連合会（共通）
常～小・中ＰＴＡ連合会だより
常～ＰＴＡのしおり
常～日本ＰＴＡ・東京都小学校ＰＴＡ協議会
常～小学校ＰＴＡ連合会名簿
常～小学校ＰＴＡ代表者会
常～区外小学校ＰＴＡ
常～区内小学校ＰＴＡ
常～ＰＴＡ連合会資料（小学校）

学校開放 小・中学校開放

団体 ＰＴＡ全般

小学校ＰＴＡ

団体登録制度

申請社会教育学級

その他自主活動の援助

自主活動の援助

情報提供・学習相談 情報

館運営情報

学習相談

機会提供

学習機会提供事業

利用者懇談会

館まつり

その他交流機会提供

生涯学習課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 生涯学習課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～中学校ＰＴＡ連合会名簿
常～区内中学校ＰＴＡ
常～中学校ＰＴＡ連合会
常～中学校ＰＴＡ活動研究発表
常～目黒区青年団体連合会
常～目黒区少年団体連絡協議会
常～国・東京都　青年団体
常～目黒区子ども会連合会
常～区内単位青年団体
常～区内単位少年団体
常～ガールスカウト
常～ボーイスカウト
常～区外少年団体（海洋少年団・消防少年団・郵便友の会含む）
常～区外青年団体
常～婦人団体連合会
常～女性学習グループ連絡会
常～区内女性団体資料
常～区外女性関係団体資料
常～目黒区文化団体連合会
常～体育協会・振興会・体指協議会
常～消費者団体・生活学校
常～目黒区自主グループ連合会
常～住区住民会議　資料
常～社会教育関係団体連絡会
常～（財）国際交流協会
常～ＮＰＯ団体
常～区外　成人・総合団体
常～区内　成人・総合団体
常～芸術・文化団体
常～ユネスコ（条約・宣言）
常～ユネスコ事業
常～日本ユネスコ協会
常～目黒ユネスコ協会
常～目黒ユネスコ協会（周年行事）
常～学級・講座データ
常～区内他部局からの調査の回答
常～団体関係データ
常～他自治体等から依頼された調査の回答
常～青年調査（１９８５）
常～高齢者調査
常～社会教育館の事務量調査
常～社会教育館利用実態統計
常～社会教育主事会調査
常～世論調査
常～生涯学習調査
常～青年教室調査
常～公民館職員の役割
常～学習機会研究
常～社会教育課題研究
常～成人学習要求・成人学校
常～社会教育指導員の職務
常～文化財保護指導員
常～非常勤　取扱い要綱制度
常～非常勤　採用関係
常～社会教育推進員
常～社会教育主事任用問題
常～社会教育主事制度
常～社会教育指導員会
常～社会教育主事会（調査・広報）
常～社会教育主事会（役員会資料）
常～社会教育主事会（総会資料）
常～城南ブロック主事会　資料
城南ブロック主事会
常～社会教育主事会（全体研修）
常～社会教育主事会（庶務資料）
常～社会教育主事会（課題別研究会）
常～生涯学習・社会教育担当者連絡会
常～城南ブロック主事会　研究記録
小学校ＰＴＡ関連資料
小学校ＰＴＡ広報研修会
小学校ＰＴＡ全体研修会
小Ｐ連分科会研修
代表者研修会
役員運営者研修会
中学校ＰＴＡ関連資料
小・中学校ＰＴＡ連合会　退任会長への感謝状贈呈
小・中学校ＰＴＡ連合会共催・後援名義使用承認
ＰＴＡのしおり・Ｐ連だより
小・中学校ＰＴＡ連合会委員推薦
通知・依頼等
常～ＰＴＡ連合会資料　２３年度～
ＰＴＡ関連経費（会計課関連１０年文書）
小・中学校ＰＴＡ補助金交付
地域教育懇談会　代表者会

ＰＴＡ 小学校ＰＴＡ

中学校ＰＴＡ

小・中ＰＴＡ共通

地域教育懇談会 地域教育懇談会

社会教育調査・研究 調査

研究

社会教育指導 職員制度

社会教育主事会

団体

中学校ＰＴＡ

少年・青年団体

女性団体

成人・総合団体

ユネスコ

生涯学習課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 生涯学習課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
推薦・通知
地域教育懇談会　経理処理
地域教育懇談会　実施日程・報告
地域教育懇談会資料
常～地域教育懇談会大鳥中校区
常～地域教育懇談会中央中校区
常～地域教育懇談会東山中校区
常～地域教育懇談会十中校区
常～地域教育懇談会十一中校区
常～地域教育懇談会七中校区
常～地域教育懇談会八中校区
常～地域教育懇談会一中校区
常～地域教育懇談会九中校区
常～地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン
調査・回答
都通知
東京都放課後子ども教室要綱・補助要綱
放課後子ども教室推進事業補助金仮申請
放課後子ども教室推進事業補助金申請
常～非常勤職員出勤簿等（補助金関連）
常～放課後子ども教室推進事業補助金資料
常～放課後子供教室補助金会計検査
放課後フリークラブＨＰ
事故報告書
東京都研修
放課後フリークラブ調査、回答
常～放課後フリークラブ実施要綱
常～事故資料
常～放課後フリークラブ国・都通知
救急救命講習会
ランドセルひろば管理運営員保険加入
常～ランドセルひろば養護部会
常～ランドセル置台
ランドセルひろば入力確認票
管理運営員研修
管理運営員支払台帳
ランドセルひろば管理運営員保険請求
ランドセルひろば児童保険
ランドセルひろば実施
管理運営員謝礼
管理運営員照会
体育館使用状況調査
調査・回答
法定調書
ランドセルひろばチラシ（新学期）
ランドセルひろば実施結果
ランドセルひろば通知
常～口座振替依頼書（現在使用中）
ランドセルひろば資料
口座振替依頼書（継続調査票）
口座振替依頼書（使用済）
ランドセルひろば消耗品
ランドセルひろば様式
管理運営員支出
ランドセル置台設置
ランドセルひろば管理運営員保険支払
常～ランドセルひろばチラシ
管理運営員日誌
事務作業日誌
常～管理運営員履歴書（初年度）
管理運営員履歴書（辞退者）
管理運営員辞退
管理運営員雇用
管理運営員雇用更新手続
常～管理運営員会
児童保険加入申込書
児童保険請求
児童保険納入済通知書
常～児童保険
児童保険支払
児童保険加入
児童保険申込辞退
団体構成員名簿
子ども教室契約支払
委託団体への通知
子ども教室募集
子ども教室通知・届出全般
子ども教室推進会議
子ども教室だより
子ども教室実施
子ども教室事業報告
子ども教室研修・視察
子ども教室契約依頼
委託団体監査

放課後子供教室事業

放課後子供教室補助金

放課後総合子どもプラン

放課後フリークラブ 放課後フリークラブ全般

ランドセルひろば全般

管理運営員日誌

管理運営員

児童保険

子ども教室全般

地域教育懇談会 地域教育懇談会

地域教育懇談会実施状
況

生涯学習課
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～子ども教室備品購入
常～システム貸付
子ども教室作品展示
油面小学校区（サタデースクール油面）
不動小学校区（不動わくわくアカデミー）
碑小学校区（くすのき子ども教室）
東根小学校区（ぴかぴかクラブ＠東根運営委員会）
中根小学校区（中根アフタースクール）
鷹番小学校区（夢プランたかばん実行委員会）
菅刈小学校区（すげかりフレンズシップクラブ）
上目黒小学校区（おたのしみスクール上目黒（OSK)）
向原小学校区（ポップアップクラブむかいはら）
原町小学校区（はらまちチャレンジ教室）
月光原小学校区（月光原あそび塾）
駒場小学校区（駒ちゃん広場）
宮前小学校区（宮前小学校みやっＣＯ－ＬＡＢＯ）
下目黒小学校区（しもめ土曜スクール）
緑ヶ丘小学校区（子ども教室「みどり」）
常～油面小学校区（ＳＳＡプール使用許可申請）

子ども教室委託団体

放課後フリークラブ

子ども教室全般

生涯学習課
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